
りらくインフォメーション

※やむをえない事情により、掲載の情報に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

掲載の情報は、新型コロナウイルス感染症の状況等により、
延期・中止など変更が生じる場合があります。あらかじめ
ご了承ください 。来場の際は、会場の感染防止対策への 
ご協力をお願い申し上げます。

●魅知国定席「花座」 ８月公演スケジュール

1 月
～5 金

魅知国仙台寄席8月上席
DASH・チサコ選手と楽しむ三遊亭圓雀落語ゴング（1日・4日のみ）

「魅知国仙台寄席8月上席」
出演：三遊亭圓雀/桂鷹治/六華亭遊花/ニードル/三遊亭美よし/
　　  ソラシド/小田島旺響/若葉舞/まつトミ/翼/ワッキー貝山/
　　  大友憧山/バクコメ/舩窪舞子（お囃子）
※出演者は公演により異なります。詳しくはHPをご確認ください。
時間：1〜4日 ①11:00  ②14:00　5日 ①14:00  ②18:30

「DASH・チサコ選手と楽しむ三遊亭圓雀落語ゴング」（1日・4日のみ）
出演：三遊亭圓雀/DASH・チサコ　ほか
時間：18:30

6 土
～8 月

令和4年花座七夕寄席
出演：三遊亭遊雀/春雨や晴太/三遊亭花金/六華亭遊花/
　　  ニードル/翼/笑福亭羽光/ストロングスタイル/三浦公規/
　　  けんけん/春風亭昇也/大友憧山/まつトミ
※出演者は公演により異なります。詳しくはHPをご確認ください。
時間：6日、7日 ①10:30  ②13:30  ③16:30
　　  8日 ①14:00  ②18:30

11 木・祝
夏休み特別企画　小田島ジュニア津軽三味線コンサート
出演：三弦小田島流のこどもたち　時間：①11:00  ②15:00

14 日
15 月

お盆特選　遊雀・遊花・遊かり三人会
出演：三遊亭遊雀/六華亭遊花/三遊亭遊かり
時間：①11:00  ②14:00

16 火
～18 木

好楽一門会　〜好吉改メ 好一郎 真打披露〜
出演：三遊亭好楽/三遊亭王楽/三遊亭好一郎/三遊亭ぽん太/
　　  三遊亭好好/三遊亭好太郎/三遊亭とむ/三遊亭兼好/
　　  三遊亭好の助
※出演者は公演により異なります。詳しくはHPをご確認ください。
時間：①13:00  ②16:00

21 日 第46回ニードルの噺
出演：ニードル　時間：11:00

22 月
23 火

瀧川鯉昇一門会
出演：瀧川鯉昇/瀧川鯉橋/春風亭柳雀/瀧川鯉丸/瀧川鯉白
時間： ①14:00  ②18:30　

24 水
25 木

花座定期公演　「ルート9shuffle」シャッフル7
出演：春風亭弁橋/春雨や晴太/春風亭昇咲
時間：①14:00  ②18:30　

26 金
～30 火

魅知国仙台寄席8月下席
桂歌助一人会（27日のみ）

「魅知国仙台寄席8月下席」
出演：桂歌助/三遊亭金の助/ストロングスタイル/小田島旺響/
　　  桂壱福/バクコメ/若葉舞/けんけん/鼓風☆響/六華亭遊花/
　　  ニードル/大友憧山/古田尚美（お囃子）
※出演者は公演により異なります。詳しくはHPをご確認ください。
時間：26日 ①14:00  ②18:30　27〜30日 ①11:00  ②14:00

「桂歌助一人会」（27日のみ）
出演：桂歌助　時間：17:00

アクセス：仙台市青葉区一番町4-4-23
　　　　  仙台市営地下鉄「勾当台公園駅」徒歩約3分
お問合せ・WEB予約：花座事務局　TEL.022-796-0873（10:00〜17:00）
　　　　　　　　　  花座ホームページhttps://hanaza.jp/

■開催日時／8月23日（火）　10:00〜12:00
■参加無料
■定員20名
■会場／セレモール仙台（仙台市青葉区郷六字舘22-1）
■予約・問合せ／葬祭会館セレモール　TEL.0120-000-761

●葬祭会館セレモール
　家族で始める終活セミナー
◇第１部　10:00〜
　家族が認知症に!?　〜健康寿命を考える〜
　講師：終活カウンセラー
◇第２部　11:00〜
　認知症対策
　〜後見制度と民事信託の活用〜
　講師：相続相談アドバイザー

※希望者にエンディングノートプレゼント
　館内見学・個別相談可能

■開催日時／8月19日（金）・27日（土）　11:00〜17:00　※事前予約制
■会場／TAGE Community
　　　　（仙台市青葉区一番町3-11-15 仙台フォーラス8F）
■問合せ／栗原市定住戦略室　TEL.0228-22-1125
※申し込み・詳細は「きてみらいん くらしたい栗原 仙台くりはらオフィス」で検索

●仙台くりはらオフィス
近年増えている仙台圏から栗原へ
の移住相談などに対応。
◇関連イベント

「話題の六日町通り商店街で開業しよう！ 
栗原市移住・開業サポート説明会」
・開催日時／8月23日（火）
　　　　　　①14:00〜　②18:30〜
　　　　　　※１日２回開催
・各回定員４名（毎月開催予定）
・要事前予約（前日17:00まで）　・場所／TAGE Community

■開催日時／8月6日（土）・7日（日）・20日（土）・21日（日）
　①10:00〜　②13:00〜　③15:00〜　④17:00〜　※各1時間
■定員／各回1組（完全予約制）　※オンライン受講可能　■参加無料
■会場・予約・問合せ／スイコー一級建築士事務所
　　　　　　　　　　 （仙台市泉区松森字陣ヶ原50-1）
　TEL.0120-81-1415（10:00〜12:00、13:00〜18:00／水曜定休）
　※詳しくはhttps://www.suikoo.co.jp

●スイコー 老活セミナー
50代、60代の住宅所有者向け
セミナー。安心して老後を過ごす
ために、事例から将来の暮らし
のヒントを学ぶ。（国土交通省・
経済産業省後援 ＰＪ登録）
講師：澤口祐紀
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●第16回「君とカタルシス」コンサート
プログラム：
ドビュッシー 「月の光」
カッチーニ 「アヴェ・マリア」
山口慶子 「海へ行こうよ」　他
医学講話あり
出演：
大河原真歩（ソプラノ）、山口慶子（ピアノ）

●小次郎 ミニコンサート
　すていき＆音楽の夕べ♪
毎月第3水曜日に、クラシック、ジャズな
どジャンルを超えた演奏会を開催。8月の
演奏者は佐藤正隆さん（クラシックギター）。

●2022 FIM ASIA ROAD RACING
　CHAMPIONSHIP ROUND 3 JAPAN
ナショナルフラッグを背負ったアジア各
国のライダーと、ワイルドカード枠によ
る日本人ライダーが激しいバトルを繰り
広げる。

●ガスサロン夏まつり
料理研究家 阿部加奈子
さんのガスクッキングショー

（先着順）や、射的・輪投
げなどが楽しめる縁日ブー
ス（有料）のほか、かき氷
のお振舞い、まちくるパ
フォーマーズ仙台による大
道芸、キッチンカーなど楽
しい企画が盛りだくさん。

■開催日時／8月17日（水）　18:00～　19:00～　20:00～
　　　　　　１階カウンター40分間
■会場・問合せ／鉄板焼「すていき小次郎」（仙台市青葉区立町15-3）
　　　　　　　　TEL.022-265-9449
※演奏チャージなし。営業時間内（17:00～22:00）好きな時間帯に要予約

■開催日程／8月13日（土）公式予選、全クラス決勝レース１
　　　　　　　  14日（日）全クラス決勝レース２
■料金／前売観戦券　シングル（1名）4,500円（13日・14日通し）
　   　　当日入場券　13日3,200円　14日5,600円
■会場／スポーツランドSUGO インターナショナルレーシングコース
　　　　（柴田郡村田町菅生6-1）
■問合せ／スポーツランドSUGO　TEL.0224-83-3111

■開催日時／8月6日（土）　9:30～16:00
■会場・問合せ／仙台市ガス局ショールーム「ガスサロン」
　　　　　　　　（仙台市青葉区中央2-10-24）
　　　　　　　　TEL.022-264-0220（9:30～18:30）

■開催日時／9月3日（土）　第１部14:00～　第２部18:00～
■料金／一般・高校生以上2,500円　小・中学生1,000円
　※当日券は各500円増　※未就学児無料
　※第１部は紅茶・スイーツ付き。第２部はワインまたは紅茶・スイーツ付き
　※コンサートの利益は難病支援のために寄付される
■会場／ピアノサロンREFRAIN
　　　　（仙台市青葉区中央2-9-7 アーバンブリッジビル1F）
■予約・問合せ／薬師堂眼科クリニック　TEL.022-353-7355
　　　　　　　  ピアノサロン・ルフラン　TEL.022-211-1965

●秋保温泉 篝火の湯 緑水亭
　「社長＆若女将のロビーコンサート」
社長と若女将が奏でるハーモニーが会場
をあたたかい雰囲気で包み込む。温泉
や料理を堪能した後、浴衣姿で生演奏
を聴きながら、ゆったりとした時間を過
ごすことができる。コンサート鑑賞のみ
の来場も可能。

トランペット：高橋明浩　ピアノ：高橋知子

■開催日時／８月13日（土）・14日（日）　20:00～
■入場無料
■会場／緑水亭ロビー（仙台市太白区秋保町湯元上原27）
■問合せ／篝火の湯 緑水亭　TEL.022-397-3333（9:00～19:00）

■開催日時／8月31日（水）　19:00～
　※開場は18:00～
■料金／4,000円
　※入場料込。フリードリンク、フード付き
　※要予約。定員になり次第締切
■会場・予約・問合せ／LIVE DOME STARDUST
　（仙台市青葉区本町2-5-18 カルラ本町ビル4F 海鮮厨房かに政宗上階）
　TEL.022-265-1139（17:00～22:00）

●Hawaiian late summer Night
SOUTH SEA J・B BAND（仙台ハワイ
アンバンド）の演奏を、カジュアルな料理
とともに。
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●尾身伝吉　夢のはじまり展
新潟県中越地方の風景を題材にした木版
画約30点を展示。
■開催期間／8月2日（火）～7日（日）
　　　　　　10:00～17:30
　　　　　　※最終日は16:00まで
■問合せ／TEL.090-7212-3798（尾身伝吉）

●水瀬 煇　初個展
東北生活文化大学美術学部で絵を学び
ながら作品を制作している水瀬 煇さん
の初個展 。人をモチーフに、抽象的表現
で描く。
■開催期間／8月9日（火）～14日（日）
　　　　　　10:00～17:00
　　　　　　※最終日は16:00まで
■問合せ／TEL.090-6229-5638（水瀬 煇）

●DIG DIG DIG
仙台を拠点にクリエイターとして活動を
しているEDQNが、キュレーターとしてアー
ティストをコレクション。
出品者：
EDQNONE、cheeky youth、chonburike
kazn、nasubi、NEKOGASUKINAHITO
Mii’s art room、Ryo*、UN、Yuki Mayu
くぼ、ごとにしき
■開催期間／8月23日（火）～28日（日）
　　　　　　10:00～17:00
　　　　　　※最終日は16:00まで
■問合せ／TEL.090-3124-6719（EDQNONE）

●宮城県指定無形文化財 正藍冷染展
伝統模様の型染め作品や、在仙
のイラストレーター佐々木洋子さ
んとのコラボ作品（ハンカチ・手
ぬぐい）を展示・販売する。
三代目：千葉まつ江　四代目：千葉正一
■開催期間／8月23日（火）～28日（日）

●土と石で描く板絵 福井安紀 日本画展
土と石を粉にした自家製の絵の具
を使って描かれた、動物や植物な
どの身近な生き物を題材にした作
品をメインに展示する。会期中は
作家による公開制作も予定。
■開催期間／8月2日（火）～7日（日）

●浅野治志 作陶展
本焼き前に直接装飾を施す「彩
磁」は、にじみやぼけを活かした
表現が特徴。対して、高温焼成後
に絵付けを施し、再度低温で焼き
付ける「色絵」は色鮮やかな表現
が可能な技法 。それぞれの特徴
を見比べて。
■開催期間／8月9日（火）～14日（日）

●版画を買って、おうちに飾ろう！Ⅱ
【出品者】
あべいづみ、阿部夏希、あるがあく
伊藤由美子、浦山 宏、越後しの
大野加奈、大塚恵子、岡沢 幸、長田友子 
小野智香、小野寺花佳、尾身伝吉
叶 悦子、河村眞理子、菊地健一
黒田阿未、黒田 萌、小関 理、齋藤正和
佐々木珠子、さとうさなえ、佐藤俊一郎
シバイクコ、鈴木 剛、せん
髙橋三十三、髙橋麻喜子、田村晴樹、土井弥生、中村文子、中村喜吉
中村由起子、念佛明要、尾留川優子、細谷雄三、峰岡 順、明才
村上紘一、村山聡子、八木文子、藥師寺章雄、吉田好晴、渡辺由美子

■開催期間／8月30日（火）～9月4日（日）

●切り絵アート４人展
　田崎恵子・大槻富士子・島田敦子・佐藤秀功
白黒や彩色で表現した切り絵作品を20
数点展示。

「YAMANOTE LINE」
F20号

「みつける」

「彩磁花文水指」
h16cm×w17cm

「masterpiece」F8
455×380mm

■開催時間／11:00～19:00　※最終日は17:00まで
■夏季休業／８月16日（火）～21日（日）
■会場・問合せ／晩翠画廊（仙台市青葉区国分町1-8-14）
　　　　　　　　TEL.022-713-6230

■会場／ギャラリーSen（仙台市青葉区国分町3-9-9 コーポキクセン1F）

■開催期間／8月1日（月）～30日（火）
　　　　　　10:00～17:00
　　　　　　※最終日は15:00まで
■水曜・木曜定休
■会場・問合せ／ギャラリー喫茶ゑん
　（仙台市泉区泉中央2-15-3 シュワヒルズⅡ104）
　TEL.022-343-6311　※駐車場利用の場合は要事前連絡
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※やむをえない事情により、掲載の情報に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

●K’s ChalkArt Factory & 
　チョークアートスタジオ ブリランテ
　CHALK ART教室展
KCFチョークアート教室と認定校のチョーク
アートスタジオブリランテの生徒有志14名に
よる合同作品展。
■開催期間／8月1日（月）～12日（金）
　　　　　　月曜～金曜10:00～20:00
　　　　　　土曜11:00～20:00
　　　　　　※最終日は15:00まで

●R4 鎚谷 拓の水彩画展
鎚谷 拓さんの19回目となる展示会。
■開催期間／8月17日（水）～31日（水）
　　　　　　月曜～金曜10:00～19:00
　　　　　　土曜11:00～19:00
　　　　　　※最終日は15:00まで

●若手アーティストによる
　第８回 たんざく展
仙台七夕の季節に合わせて毎年開催する「た
んざく展」。本展のために作家それぞれが定
められたスペースに創作した、個性豊かな作
品が並ぶ。

●第10回　渡辺雄二 木人形展
　～おさなごの夢、四季の彩り～
究極まで人体を単純化した直線的なフォルム
の中に、エキゾチシズムを感じさせるファッショ
ナブルな紋様の衣装をまとったモダンな作品。
ケヤキの美しさと人形の愛らしさは海外のコレ
クターからも注目を集めている。藤崎展10回
目となる節目の展覧会。

●若手アーティスト支援プログラム Voyage 2022
　鈴木史個展「Miss. Arkadin」
　工藤玲那個展
　「アンパブリック マザー アンド チャイルド」
公募により選考された映画監督・美術家・文筆家の鈴木史さんと、
ビジュアルアーティストの工藤玲那さんを紹介。

●第26回宮城平和美術展
無鑑査公募により100点以上の絵画
作品を展示。コロナ禍において３年
ぶりの開催。

●第29回「えとーむ」展（小品展）
1994年に結成された東北学院大学美術
部OBたちのグループ「えとーむ」。
コロナ禍のなかで制作された各会員の力
作を多数展示。

●東北の風景展
東北の風景をテーマとした絵画展。馴染みの風景から旅先の風
景まで、作家ならではの目線で切り取った魅力的な東北を、さま
ざまな作家が、水彩、油彩、版画などで表現する。

左／中島淳志「マルチェッロ劇場」
　　36.0×7.2cm　水墨画、墨、老灰紙
中／山崎美季「サカナ釣り」36.0×7.2cm　紙本彩色
右／ヒカリタケウチ「春とともに」36.0×7.2cm　紙本彩色

「花綴」H34×W17.5cm

シンボルマーク©宮城輝夫

「少年の友情・山野草：ホタルブクロ（白）」

宇津井和夫「舟形町 月山」

松永 弘「古木と戸、語らう」

工藤玲那「無題」

柴田 治「三崎峠灯台」

『未来への抗議』©2021 FUMI SUZUKI

■日曜定休
■会場・問合せ／カフェ＆ギャラリー ガレ（仙台市青葉区立町21-5-101）
　　　　　　　  TEL.022-265-7063

■開催期間／7月29日（金）～8月15日（月）
　　　　　　11:00～18:00　※最終日は16:00まで
■水曜定休　※夏季休業：8月16日（火）～25日（木）　　　
■会場・問合せ／定禅寺通り 阿部敬四郎ギャラリー
　　　　　　　  （仙台市青葉区一番町4-10-16）　TEL.022-796-1527

■開催期間／9月15日（木）～21日（水）　10:00～19:00
　　　　　　※最終日は16:30まで　※期間中、作家在廊予定
■会場・問合せ／藤崎本館６階 美術ギャラリー
　（仙台市青葉区一番町3-2-17）　TEL.022-261-5111（代表）

■開催期間／開催中～9月4日（日）
　　　　　　10:00～17:00　※入館受付は16:30まで
■月曜休館（祝日の場合は翌日）
■観覧料（常設展込）／一般500円　大学生・高校生400円
　　　　　　　　　　メンバーシップ会員・中学生以下無料
■会場・申込み・問合せ／塩竈市杉村惇美術館（塩竈市本町8-1）
　　　　　　　　　　　  TEL.022-362-2555

■開催期間／8月2日（火）～7日（日）
　　　　　　10:00～17:00
■会場／宮城県美術館 県民ギャラリー（仙台市青葉区川内元支倉34-1）
■問合せ／TEL.022-246-1346（事務局 矢野）

■開催期間／9月6日（火）～11日（日）
　　　　　　10:00～18:00　※最終日は16:00まで
■会場／東北電力グリーンプラザ プラザギャラリーNORTH
　　　　（仙台市青葉区一番町3-7-1）
■問合せ／TEL.090-6452-3442（今出）

■開催期間／8月11日（木・祝）～22日（月）　10:30～17:00
■会場・問合せ／アートスペース無可有の郷
　　　　　　　  （柴田郡柴田町海老穴海老沢131）
　　　　　　　  TEL.0224-56-3584　※駐車場15台分有
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■開催日時／9月30日（金）　18:30～　※開場は17:30～
■料金／4,600円　※未就学児入場不可
■会場／大崎市民会館（大崎市古川北町5-5-1）
■問合せ／MIN-ON仙台　TEL.022-355-4772

■開催日時／8月20日（土）　第１部15:30～　※開場は15:15～
　　　　　　　　　　　　  第２部18:30～　※開場は18:15～
■料金／第１部4,500円（ケーキセット付）
　　　　第２部6,500円（ディナー＆ワンドリンク付）
■会場・予約・問合せ／
　びすた～り榴ヶ岡（仙台市宮城野区榴ケ岡５ みやぎNPOプラザ１F）
　TEL.022-299-2888　E-mail：bistari_tsutsujigaoka@hop-miyagi.org
　虹のさかなプロダクション　TEL.070-8490-4379
　E-mail：nijinosakana.music@gmail.com

■開催日時／8月27日（土）
　　　　　　14:00～　※開場は13:00～
■料金／全席指定　1,000円　※未就学児入場不可
■会場／多賀城市民会館 小ホール
　　　　（多賀城市中央2-27-1 多賀城市文化センター内）
■予約・問合せ／多賀城市文化センター　TEL.022-368-0131

■開催日時／９月18日（日）　15:00～　※開場は14:15～
■全席自由　前売4,000円　当日4,500円　※未就学児入場不可
■会場／仙台市シルバーセンター 交流ホール（仙台市青葉区花京院1-3-2 ）
■チケット販売／カワイ仙台、山野楽器仙台店B1F
■問合せ／仙台ギター教室　TEL.022-223-7232

●庄司恵子・KASUMIのヘラヘラトーク Part8
軽快なトークと歌声で、笑いを届けに
やってくる！　夏の暑さも吹き飛ばす、
庄司恵子・KASUMI親子の愉快なトー
クイベント。

●オクサーナ・ステパニュック ソプラノ・リサイタル
　あなたに届けたい、愛と平和の歌声
ウクライナ出身のコロラトゥーラ・ソプラノ歌手で
あり、ウクライナの民族楽器バンドゥーラの世界的
な奏者でもある、オクサーナ・ステパニュックのリ
サイタル。
予定曲目：
アヴェ・マリア（カッチーニ）、千の風になって
見上げてごらん夜の星を　他
出演：オクサーナ・ステパニュック（ソプラノ）、比留間千里（ピアノ）

●マルツィン・ディラ　ギター・リサイタル
ワシントン・ポスト紙が「この地上で最も才能ある
ギタリストの一人」と激賞したマルツィン・ディラ
の仙台公演。
プログラム（予定）：
J.S.バッハ　リュート組曲 ホ短調 BWV996
M.カステルヌーヴォ=テデスコ
　悪魔的奇想曲「パガニーニへのオマージュ」Op.85　他

●石田陽祐＆熊谷育美
　スペシャルコンサート
　～晩夏の調べ～
出演：石田陽祐（篠笛奏者）
　　　熊谷育美（シンガーソングライター）
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■開催期間／開催中～9月25日（日）　9:30～17:00　※発券は16:30まで
■休館日／月曜（8月8日、9月19日は開館）、9月20日
■料金／一般1,500円、学生1,300円、小・中学生・高校生750円
■会場／宮城県美術館（仙台市青葉区川内元支倉34-1）
■問合せ／khb東日本放送 企画事業部　TEL.022-304-3055

■開催日時／8月10日（水）　11:00～
■会場・問合せ／山形まるごと館 紅の蔵（山形県山形市十日町2-1-8）
　　　　　　　　TEL.023-679-5101

■開催期間／8月20日（土）・21日（日）
■問合せ／村山市観光物産協会　TEL.0237-53-1351

■開催日時／8月20日（土）　14:00～15:30
■参加費／1,000円　※申込み不要
　※感染防止対策をして開催
■会場／仙台市生涯学習支援センター 第２音楽室
　　　　（仙台市宮城野区榴岡4-1-8　7F）
■問合せ／アルモプロデュース　TEL・FAX.022-762-9293
　　　　  （不在時は留守番電話にメッセージ。折り返し連絡あり）

※やむをえない事情により、掲載の情報に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

●８月の十日市「紅の蔵　縁日」
「水ヨーヨー釣り」や「虫博士と遊ぼう」
など楽しい企画が盛りだくさんの縁
日を開催（子ども限定／無くなり次第
終了）。

●2022むらやま徳内まつり
山形県村山市の夏祭り。北海道厚
岸町から受け継がれた軽快なお囃
子に合わせて、踊り手が力強く、
勇壮かつ華麗な踊りを繰り広げる。

◇地元出店市・大露店市
　（会場：楯岡商店街・甑葉プラザ）
　　8月20日16:00～21:00、21日14:00～19:30
　徳内ばやし共演（会場：ふれあい通り）
　　8月20日18:00～21:00、21日16:00～19:00

●青葉　童謡・唱歌の会
　～旬の唱歌でお盆送りをしませんか？～
ピアニスト・渡辺かずのりのピアノにあわせ、
懐かしい文部省唱歌や童謡を歌う会。

●宮城県美術館
　特別展「ポンペイ」
ナポリ国立考古学博物館の全面的な協力の
もと、日本初公開を含む約130点を展示。
ポンペイの豊かな暮らしを、発掘の成果を
もとに紹介する。

エフエムたいはく株式会社
仙台市太白区長町3-9-10

☎022-304-5121
メール789@fm-t.net
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